
　ふれきんちゃんの活動や、町のさまざまな情報をふれ
きんちゃんがお知らせしています。ぜひご覧ください。

詳しくは

問まちづくり課　企画調整係（☎78‒3219）

ふれきんちゃんFacebookをチェック！

ふれきんちゃん 検索

　ふれきんちゃんの活動や、町のさまざまな情報をふれ
きんちゃんがお知らせしています。ぜひご覧ください。

詳しくは

問 まちづくり課　企画調整係（☎78-3239）

ふれきんちゃん 検索

６月１日に熊本市動植物園で行われた「食
と健康フェア」にゆるキャラのお友達と参
加し、長洲町の食育活動をPRしました。

６月15日に
つかさの湯
で金魚すく
いのイベン
トを開催し、
長洲金魚の
PRを行いま
した。

６月７日、玉名市の
高瀬裏川花しょうぶ
まつりに参加してき
ました。この日はくま
モンやタマにゃんと
一緒にくまモン体操
を踊りました。

イベントインフォメーション

ものづくり塾（７月）
■日　時　７月27日日

午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　海のおくりもの
　　　　 （貝のストラップ）
■参加料　無料

ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
■日　時　７月22日火

午後１時30分～2時
午後３時～３時30分

■場　所　金魚の館
■内　容　
ふれきんちゃんとふれあい
ふれきんちゃんとクイズ　など
※参加者にはプレゼントあり
　・問まちづくり課　商工観光係

（☎78‒3219）

軽トラ市
■日　時　７月27日日

午前８時～正午
■場　所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■内　容
町特産品、野菜などの販売
問長洲町商工会（☎78‒0410）

ものづくり塾（５月）
■日　時　5月25日日

午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　○○○○○○
■参加料　無料

ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
■日　時　5月20日火

午後1時30分～2時
午後3時～3時30分

■場　所　金魚の館
■内　容　
ふれきんちゃんとふれあい
ふれきんちゃんとクイズ　など
※参加者にはプレゼントあり
　・問まちづくり課　商工観光係

（☎78‒3219）

軽トラ市
■日　時　5月25日日

午前8時～正午
■場　所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■内　容
町特産品、野菜などの販売
問長洲町商工会（☎78‒0410）

「せともの」絵付けを体験

キルトフェスティバルin長洲
　～ヒロパッチワークサークル作品展～

～木育推進員養成講座（初級編）開催～
～木育推進員養成講座（初級編）開催～

キルトフェスティバルin長洲
～ヒロパッチワークサークル作品展～

木のぬくもりに
　ふれてみませんか
～木育推進員養成講座
　　　　　（初級編）開催～

≪展示会≫
■日　時
5月31日㊏～6月30日㊊
■場　所
金魚の館　多目的室
■定　員　10人
■参加費　無料

≪体験会≫
■日　時
6月29日㊐
午前10時～　午後２時～
（それぞれ1時間程度）
■場　所
金魚の館　多目的室
■定　員　10人
■参加費　無料

のしこら祭ポスター

イラスト決定！

のしこら祭協賛券

７月15日（火）販売スタート

子ども用のしこら祭Ｔシャツ

予約受付開始！
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問まちづくり課　商工観光係　78-3219
　　　　　　　　

金魚と鯉の郷広場
青 い金魚ちょうちんでＷ杯を応援!!

　６月12日から開催されたFIFAワールドカップブラジル大会に
出場する日本代表を青い金魚ちょうちんを作って応援しようと
企画したものです。
　当日は親子約50組の参加があり、色とりどりの個性的な青い
金魚ちょうちん50個が出来上がりました。

弁 当販売開始!
６月14日より金魚の館において、土
日、祝日限定でお弁当の販売が開始さ
れました。
きゃあ飯弁当の販売もあります。お

昼ごはんを食べながらゆっくりくつろ
いでください。
■販売日時　土日、祝日
　午前10時30分～午後１時頃
※数量限定のためなくなり次第終了
■販売場所　holoholo（金魚の館内）

「のしこら祭2014」ポスターのイラストに、325
点の応募の中から六栄小学校６年生の杉本百霞さん
（向野）の作品が特選に選ばれました。

特選
杉本　百霞さん
（向野）
六栄小学校６年生

「まさか特選に
選ばれるとは思
い ま せ ん で し
た。とてもうれ
しいです。絵を
描くのは好きな
ので、もっと絵
を描いていきた
いです」

のしこら祭実行委員会では、「のしこら祭
2014」の協賛券を販売します。
協賛券では『のしこら祭会場で使える金魚すくい
無料券』『豪華賞品お楽しみ大抽選会への参加引換
券』『荒尾・玉名市内約30店舗の割引券や無料サー
ビス券の特典』が付いてきます。
■販売日　7月15日㊋～
■販売場所　のしこら祭実行委員会事務局　

(町役場2階　まちづくり課内)
■販売価格　200円

※協賛券販売およびのしこら祭Tシャツの収益金
はすべて「のしこら祭2014」の運営費として活
用されます

準特選
吉田　鈴奈さん（向野）
六栄小学校５年生

のしこら祭ポスター入選者（敬称略）
六栄小学校６年生　菅原　亜弓
六栄小学校６年生　樋口　美南海
六栄小学校６年生　佐々木　杏華
六栄小学校６年生　鳴瀬　桃香
六栄小学校６年生　堀内　みゆ
腹赤小学校３年生　田上　智絵
腹赤小学校２年生　元田　夏実
※なお、応募いただいた作品はすべて７月6日㊐か
らのしこら祭当日まで金魚の館にて展示します。

ことしは新たに「子ども用のしこら祭Tシャツ」
を200枚限定で予約販売します。
お求めの際は「名前、住所、電話番号、Tシャツ
の色、サイズ、枚数」を記入してメールかFAXでお
早めに注文ください。
■Ｔシャツ色　ブラック、ネイビー
■販売価格　1,000円(税込み）
■サイズ　110・130・150
■枚数　限定200枚
■予約締切　７月９日㊌
■受渡日　７月22日㊋～
※休日は７月27日㊐の
み午前10時～午後３時
ながす未来館研修室での受け渡しとなります。
　FAX（☎78-1092）
E-mail　shoukou@town.nagasu.lg.jp

　今年もヒロパッチワークサークル（森川博子主宰）のご協力
により、作品の展示会を開催します。無料体験会も開催します
ので、興味のある方は是非ご参加くさだい。

　木にふれあい木のぬくもり
や優しさを感じることで豊か
な心を育む「木育」（ものづ
くり）の指導者養成講座を開
催します。
　未経験の人も大歓迎です。
■日　時　６月28日㊏

午前９時～
午後５時

■場　所　金魚の館
■定　員　30人
■参加費　無料

　ことしもヒロパッチワークサーク
ル（森川博子主宰）のご協力によ
り、作品の展示会を開催します。無
料体験会も開催しますので、ぜひご
参加ください。

≪展示会≫
■日　時　5月31日㊏～6月30日㊊
■場　所　金魚の館　多目的室
≪体験会≫
■日　時　6月29日㊐　

①午前10時～②午後2時～
（1時間程度）

■場　所　金魚の館　多目的室
■定　員　各10人
■参加費　無料

　木育（ものづくり）を行う指
導者養成講座を開催します。
　木育に興味のある方は受講し
てみてはいかがですか。
■日　時　6月28日㊏

午前９時～午後５時
■場　所　金魚の館
■定　員　30人
■参加費　無料

　金魚の形をした焼き物を通じて交流のあ
る愛知県瀬戸市の協力のもと「せともの」
と呼ばれる金魚型の焼き物に絵を付けると
いう体験も実施されました。世界に一つだ
けの“オリジナル金魚”づくりに子どもか
ら大人まで夢中になりました。

【Ｗ杯期間中の展示となります】

のしこら2014
インフォメーション

ふれきんちゃんが行く！
このコーナーでは、ふれきん
ちゃんが各地で行ったPR活
動を紹介します。

８／23（土）
金魚と鯉の郷広場
問のしこら祭実行委員会　事務局
（役場2階　まちづくり課内）　

（☎78‒3219）

準特選
橋本　結菜さん（松原）
長洲小学校４年生

■日時

8月23日㊏
午後４時00分～
■場所

金魚と鯉の郷広場

※雨天時の場合
■日時　8月23日㊏
　　　　午後5時
■場所　ながす未来館

■プログラム（雨天時）
午後5時00分　破魔弓太鼓演奏
午後5時20分　委員長・長洲町長あいさつ
午後5時30分　のしこ乱舞～長洲舞人～
午後7時20分　長洲嫁入り唄 ～ご結婚を祝福します～
午後7時40分　きんぎょ姫ステージ
午後7時55分　のしこらポスター表彰式
午後8時05分　お楽しみ大抽選会
上記日程は予定となりますので、変更する場合があります

■雨天時の金魚すくい
　8月24日㊐午後6時から
（さらに雨天の場合は
８月31日㊐午後6時から）

■雨天時の花火大会
　8月24日㊐午後8時から
（さらに雨天の場合は
８月31日㊐午後8時から）

インターネットからも中継します！（午後４時～）
URL　http://www.ustream.tv/channel/nagasunet

■プログラム

午後4時00分　破魔弓太鼓演奏

午後4時20分　のしこ乱舞～長洲舞人～

午後6時10分　委員長・長洲町長あいさつ

午後6時20分　長洲嫁入り唄 ～ご結婚を祝福します～

午後6時40分　金魚みこしパレード

午後6時55分　金魚みこしトライアルレース

午後7時30分　きんぎょ姫ステージ

午後7時40分　のしこらポスター・みこしレース表彰式

午後7時55分　町民総踊り

午後8時35分　お楽しみ大抽選会

午後9時00分　花火大会

上記日程は予定となりますので、変更する場合があります

のしこら祭に関すること　のしこら祭実行委員会事務局【まちづくり課内】（☎78-3219）

緒方由美（おがっち）
TKU「若っ人ランド」をはじめ、
他のテレビ番組出演やCM、
イベントの司会など熊本を中心
に活躍中

2012年7月に誕生した町のマ
スコットキャラクターふれきん
ちゃんが２年目を迎えました。
去年と違ったふれきんちゃんを
見に来てください。

昨年の５月にデビュー後、
さまざまなイベントで活躍
中のきんぎょ姫。ことしも祭
りに登場して、会場を盛り
上げてくれます。

インターネットからも
中継します！（午後４時～）
URL
http://www.ustream.tv/
channel/nagasunet

無料シャトルバス運行中止のお知らせ
毎年運行していました無料シャトルバスつきましては、年々利用者数が減少
しているため、今年度から運行を中止します。よろしくお願いします。

ゆ なすずな

ももか

まいんど

Nagasu 2013.1 11
Nagasu 2013.12 11

Nagasu 2014.819 Nagasu 2014.8 18

　ふれきんちゃんの活動や、町のさまざまな情報をふれ
きんちゃんがお知らせしています。ぜひご覧ください。

詳しくは

問まちづくり課　企画調整係（☎78‒3219）

ふれきんちゃんFacebookをチェック！

ふれきんちゃん 検索

　ふれきんちゃんの活動や、町のさまざまな情報をふれ
きんちゃんがお知らせしています。ぜひご覧ください。

詳しくは

問 まちづくり課　企画調整係（☎78-3239）

ふれきんちゃん 検索

６月１日に熊本市動植物園で行われた「食
と健康フェア」にゆるキャラのお友達と参
加し、長洲町の食育活動をPRしました。

６月15日に
つかさの湯
で金魚すく
いのイベン
トを開催し、
長洲金魚の
PRを行いま
した。

６月７日、玉名市の
高瀬裏川花しょうぶ
まつりに参加してき
ました。この日はくま
モンやタマにゃんと
一緒にくまモン体操
を踊りました。

イベントインフォメーション

ものづくり塾（７月）
■日　時　７月27日日

午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　海のおくりもの
　　　　 （貝のストラップ）
■参加料　無料

ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
■日　時　７月22日火

午後１時30分～2時
午後３時～３時30分

■場　所　金魚の館
■内　容　
ふれきんちゃんとふれあい
ふれきんちゃんとクイズ　など
※参加者にはプレゼントあり
　・問まちづくり課　商工観光係

（☎78‒3219）

軽トラ市
■日　時　７月27日日

午前８時～正午
■場　所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■内　容
町特産品、野菜などの販売
問長洲町商工会（☎78‒0410）

ものづくり塾（５月）
■日　時　5月25日日

午前10時～正午
■場　所　金魚の館
■内　容　○○○○○○
■参加料　無料

ふれきんちゃん「ふれ」合いデー
■日　時　5月20日火

午後1時30分～2時
午後3時～3時30分

■場　所　金魚の館
■内　容　
ふれきんちゃんとふれあい
ふれきんちゃんとクイズ　など
※参加者にはプレゼントあり
　・問まちづくり課　商工観光係

（☎78‒3219）

軽トラ市
■日　時　5月25日日

午前8時～正午
■場　所　金魚と鯉の郷広場駐車場
■内　容
町特産品、野菜などの販売
問長洲町商工会（☎78‒0410）

「せともの」絵付けを体験

キルトフェスティバルin長洲
　～ヒロパッチワークサークル作品展～

～木育推進員養成講座（初級編）開催～
～木育推進員養成講座（初級編）開催～

キルトフェスティバルin長洲
～ヒロパッチワークサークル作品展～

木のぬくもりに
　ふれてみませんか
～木育推進員養成講座
　　　　　（初級編）開催～

≪展示会≫
■日　時
5月31日㊏～6月30日㊊
■場　所
金魚の館　多目的室
■定　員　10人
■参加費　無料

≪体験会≫
■日　時
6月29日㊐
午前10時～　午後２時～
（それぞれ1時間程度）
■場　所
金魚の館　多目的室
■定　員　10人
■参加費　無料

のしこら祭ポスター

イラスト決定！

のしこら祭協賛券

７月15日（火）販売スタート

子ども用のしこら祭Ｔシャツ

予約受付開始！
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問まちづくり課　商工観光係　78-3219
　　　　　　　　

金魚と鯉の郷広場
青 い金魚ちょうちんでＷ杯を応援!!

　６月12日から開催されたFIFAワールドカップブラジル大会に
出場する日本代表を青い金魚ちょうちんを作って応援しようと
企画したものです。
　当日は親子約50組の参加があり、色とりどりの個性的な青い
金魚ちょうちん50個が出来上がりました。

弁 当販売開始!
６月14日より金魚の館において、土
日、祝日限定でお弁当の販売が開始さ
れました。
きゃあ飯弁当の販売もあります。お
昼ごはんを食べながらゆっくりくつろ
いでください。
■販売日時　土日、祝日
　午前10時30分～午後１時頃
※数量限定のためなくなり次第終了
■販売場所　holoholo（金魚の館内）

「のしこら祭2014」ポスターのイラストに、325
点の応募の中から六栄小学校６年生の杉本百霞さん
（向野）の作品が特選に選ばれました。

特選
杉本　百霞さん
（向野）
六栄小学校６年生

「まさか特選に
選ばれるとは思
い ま せ ん で し
た。とてもうれ
しいです。絵を
描くのは好きな
ので、もっと絵
を描いていきた
いです」

のしこら祭実行委員会では、「のしこら祭
2014」の協賛券を販売します。
協賛券では『のしこら祭会場で使える金魚すくい
無料券』『豪華賞品お楽しみ大抽選会への参加引換
券』『荒尾・玉名市内約30店舗の割引券や無料サー
ビス券の特典』が付いてきます。
■販売日　7月15日㊋～
■販売場所　のしこら祭実行委員会事務局　

(町役場2階　まちづくり課内)
■販売価格　200円

※協賛券販売およびのしこら祭Tシャツの収益金
はすべて「のしこら祭2014」の運営費として活
用されます

準特選
吉田　鈴奈さん（向野）
六栄小学校５年生

のしこら祭ポスター入選者（敬称略）
六栄小学校６年生　菅原　亜弓
六栄小学校６年生　樋口　美南海
六栄小学校６年生　佐々木　杏華
六栄小学校６年生　鳴瀬　桃香
六栄小学校６年生　堀内　みゆ
腹赤小学校３年生　田上　智絵
腹赤小学校２年生　元田　夏実
※なお、応募いただいた作品はすべて７月6日㊐か
らのしこら祭当日まで金魚の館にて展示します。

ことしは新たに「子ども用のしこら祭Tシャツ」
を200枚限定で予約販売します。
お求めの際は「名前、住所、電話番号、Tシャツ
の色、サイズ、枚数」を記入してメールかFAXでお
早めに注文ください。
■Ｔシャツ色　ブラック、ネイビー
■販売価格　1,000円(税込み）
■サイズ　110・130・150
■枚数　限定200枚
■予約締切　７月９日㊌
■受渡日　７月22日㊋～
※休日は７月27日㊐の
み午前10時～午後３時
ながす未来館研修室での受け渡しとなります。
　FAX（☎78-1092）
E-mail　shoukou@town.nagasu.lg.jp

　今年もヒロパッチワークサークル（森川博子主宰）のご協力
により、作品の展示会を開催します。無料体験会も開催します
ので、興味のある方は是非ご参加くさだい。

　木にふれあい木のぬくもり
や優しさを感じることで豊か
な心を育む「木育」（ものづ
くり）の指導者養成講座を開
催します。
　未経験の人も大歓迎です。
■日　時　６月28日㊏

午前９時～
午後５時

■場　所　金魚の館
■定　員　30人
■参加費　無料

　ことしもヒロパッチワークサーク
ル（森川博子主宰）のご協力によ
り、作品の展示会を開催します。無
料体験会も開催しますので、ぜひご
参加ください。

≪展示会≫
■日　時　5月31日㊏～6月30日㊊
■場　所　金魚の館　多目的室
≪体験会≫
■日　時　6月29日㊐　

①午前10時～②午後2時～
（1時間程度）

■場　所　金魚の館　多目的室
■定　員　各10人
■参加費　無料

　木育（ものづくり）を行う指
導者養成講座を開催します。
　木育に興味のある方は受講し
てみてはいかがですか。
■日　時　6月28日㊏

午前９時～午後５時
■場　所　金魚の館
■定　員　30人
■参加費　無料

　金魚の形をした焼き物を通じて交流のあ
る愛知県瀬戸市の協力のもと「せともの」
と呼ばれる金魚型の焼き物に絵を付けると
いう体験も実施されました。世界に一つだ
けの“オリジナル金魚”づくりに子どもか
ら大人まで夢中になりました。

【Ｗ杯期間中の展示となります】

のしこら2014
インフォメーション

ふれきんちゃんが行く！
このコーナーでは、ふれきん
ちゃんが各地で行ったPR活
動を紹介します。

８／23（土）
金魚と鯉の郷広場
問のしこら祭実行委員会　事務局
（役場2階　まちづくり課内）　

（☎78‒3219）

準特選
橋本　結菜さん（松原）
長洲小学校４年生

■日時

8月23日㊏
午後４時00分～
■場所

金魚と鯉の郷広場

※雨天時の場合
■日時　8月23日㊏
　　　　午後5時
■場所　ながす未来館

■プログラム（雨天時）
午後5時00分　破魔弓太鼓演奏
午後5時20分　委員長・長洲町長あいさつ
午後5時30分　のしこ乱舞～長洲舞人～
午後7時20分　長洲嫁入り唄 ～ご結婚を祝福します～
午後7時40分　きんぎょ姫ステージ
午後7時55分　のしこらポスター表彰式
午後8時05分　お楽しみ大抽選会
上記日程は予定となりますので、変更する場合があります

■雨天時の金魚すくい
　8月24日㊐午後6時から
（さらに雨天の場合は
８月31日㊐午後6時から）

■雨天時の花火大会
　8月24日㊐午後8時から
（さらに雨天の場合は
８月31日㊐午後8時から）

インターネットからも中継します！（午後４時～）
URL　http://www.ustream.tv/channel/nagasunet

■プログラム

午後4時00分　破魔弓太鼓演奏

午後4時20分　のしこ乱舞～長洲舞人～

午後6時10分　委員長・長洲町長あいさつ

午後6時20分　長洲嫁入り唄 ～ご結婚を祝福します～

午後6時40分　金魚みこしパレード

午後6時55分　金魚みこしトライアルレース

午後7時30分　きんぎょ姫ステージ

午後7時40分　のしこらポスター・みこしレース表彰式

午後7時55分　町民総踊り

午後8時35分　お楽しみ大抽選会

午後9時00分　花火大会

上記日程は予定となりますので、変更する場合があります

のしこら祭に関すること　のしこら祭実行委員会事務局【まちづくり課内】（☎78-3219）

緒方由美（おがっち）
TKU「若っ人ランド」をはじめ、
他のテレビ番組出演やCM、
イベントの司会など熊本を中心
に活躍中

2012年7月に誕生した町のマ
スコットキャラクターふれきん
ちゃんが２年目を迎えました。
去年と違ったふれきんちゃんを
見に来てください。

昨年の５月にデビュー後、
さまざまなイベントで活躍
中のきんぎょ姫。ことしも祭
りに登場して、会場を盛り
上げてくれます。

インターネットからも
中継します！（午後４時～）
URL
http://www.ustream.tv/
channel/nagasunet

無料シャトルバス運行中止のお知らせ
毎年運行していました無料シャトルバスつきましては、年々利用者数が減少
しているため、今年度から運行を中止します。よろしくお願いします。

ゆ なすずな

ももか

まいんど
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